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29 定期監査 35 健康福祉部 せいかつ支援課
委託契約における設
計書の作成について

　「宝塚市生活困窮者自立相談支援事業業務委託」及び「宝塚
市就労準備支援事業及び生活困窮者自立相談支援事業（就労
支援員）業務委託」においては、前年度に予算要求の参考資料
として委託の相手方として予定している者から提出を受けた見積
書の額をもって設計価格とし、また「宝塚市生活困窮世帯の子ど
もに対する学習支援事業業務委託」では平成２８年度の委託契
約と同額をもって契約することを相手方と合意した上で設計価格
としており、３つの委託契約では設計書、予定価格調書が作成さ
れておらず、相手方からの見積書も徴取されていませんでした。
　担当課において設計書を作成せず、相手方が作成した見積書
や前年度と同額とする旨の合意があることをもって設計価格とし
ていること及び契約締結時において見積書の徴取を行わなかっ
たことは、契約規則の規定から逸脱しています。
　次年度以降は、契約規則に則った処理を行い、必ず担当課で
設計書を作成するとともに、契約締結時には見積書を徴取し、予
定価格の範囲内であることを確認するなど、適正な契約事務の
執行に努めてください。

　平成３０年度委託契約分から、担当課による設計
書の作成並びに特名随意契約における相手方から
の見積書徴取を行いました。引き続き、委託契約締
結の手続きにおいては、特名随意契約に係る見積
内容と金額の妥当性及び仕様書、設計書による契
約目的の充足性を確認し、宝塚市契約規則に基づ
いた適正な契約事務の執行に努めます。

H29.12.18 措置済

28

財政援助
団体等監

査
49 健康福祉部

障害福祉課
（コスモス関係）

指導員の配置につい
て

　指導員の配置については、「適切な指導及び訓練を行う能力を
有する者を２人以上配置し、うち１人は専任者とすること。」と定
められていますが、開所日である土曜日に指導員が１名しか配
置されていませんでした。これは、補助要件を満たしてないこと
だけでなく、利用者が安全に作業を行う上でも非常に問題がある
と考えます。
　平成２７年４月から当該状況が続いている旨の説明を受けまし
たが、所管課においては、速やかに指導員２名体制で運営を行
うよう指導するとともに、他の事業所に対しても説明会等で指導
員の適正配置を徹底するよう、改めて注意喚起を図ってくださ
い。

　指導員は、平成２９年１２月中旬より開所日につい
ては２名体制となっていると報告を受けています。
指導員配置に関しては他の事業所に対しても、今後
の説明会でも適正配置を徹底するように指導してい
きます。

H29.12.18 措置済

指摘事項・意見等一覧表

【指摘事項】 ・法令、基準等に違反していると認められるもの

・その他適正を欠く事項で是正する必要が認められるもの



年度 監査区分 番号 部 課 監査項目 監査結果の内容（概要） 措置結果の内容（概要）

29 定期監査 36 健康福祉部 高齢福祉課
高齢者バス・タクシー
運賃助成事業につい
て

　要綱には助成券の不正使用の禁止が規定されており、助成券
には氏名記入欄と本人のみ使用可能との注意書きがあります
が、本人以外の利用を完全に防止することは難しいのが現状で
す。
　今後、本事業の経費は高齢者の増加、対象者への制度の浸
透によって年々上昇していくことが予想されます。高齢者の社会
参加、健康促進という事業の目的の推進を図りつつ本人確認な
ど不正利用防止の方法について、交通事業者とも協議、検討を
行ってください。

　指摘の通り、現実的に本人以外の利用を完全に防
止することは困難であり、これを改めるためには利用
券の仕様変更や封入封緘事業委託内容の変更等が
必要となり、費用対効果を考え現状のまま継続せざ
るを得ないと考えております。
　不正使用を防ぐため、各事業者には利用券の氏名
記載について必ず確認いただき、記載のない利用券
は使用できない旨を各事業者、利用者共に改めて周
知して参ります。

29 定期監査 37 健康福祉部 高齢福祉課
老人保護措置事業及
び老人ホーム管理運
営事業について

　平成２８年度事業報告書及び収支決算書を確認したところ、そ
のほとんどが福寿荘にかかる事業の収支決算状況を示す書類
で占められており、管理運営に関する事業報告書は、施設の重
点施策の概要や月ごとの平均利用率、入退所数等が数ページ
にわたって記載されているだけの簡易なものでした。提出された
事業報告書では仕様書記載の業務等が着実に実施されたか確
認することは難しいと考えます。
　市の担当職員が定期的に施設を訪問し、養護の状況や職員配
置の状況などはその都度確認している旨の説明を受けています
が、月ごとの在所者数や職員の配置状況、配置職員の資格の
有無、施設修繕の状況など、指定管理業務の適正な実施の確
認に必要な数字や金額等については、指定管理者からきちんと
報告を受けた上で、実地調査による確認をするべきと考えます。
今後は、指定管理者と協議しながら事業報告書の内容や様式の
充実について検討を進めてください。

　月ごとの在所者数、レクリエーションの開催及び参
加状況、職員の配置状況、光熱水費の執行状況並
びに施設修繕の状況につきましては、毎月、指定管
理者から「月次報告書」を提出してもらうほか、報告
書の内容につき、当課担当者が施設長からヒアリン
グを行う時間を必ず設けております。
  監査結果を踏まえ、指定管理者と協議し、今年度
から事業報告書の項目を増やすこととしました。仕様
書記載の業務が実施されたかどうか、適切に管理運
営がなされているのか確認するよう一層努めて参り
ます。

29 定期監査 38 健康福祉部 高齢福祉課
シルバーハウジング
生活援助員派遣事業
委託について

契約書及び契約仕様書に記載された事項に、次のような不備が
見られました。
（１）秘密保持に係る誓約書について、契約当初は提出されてい
たが、年度途中で委託契約業務の従事者が交代したときに、新
しい従事者からの誓約書の提出が漏れていました。
（２）再委託を行っているにもかかわらず、再委託内容は従前か
ら承知しているという理由で、協議の記録、受託者からの再委託
に関する報告書等が整備されていませんでした。
（３）生活援助員の名簿が提出されていませんでした。
本委託事業に従事する生活援助員は、高齢者の安全快適な生
活の確保を支援するものであり、また、高齢者の個人情報等に
触れる機会も多いため、今後は従事者名簿や誓約書等に遺漏
のないよう注意してください。

　（１）については、既に定型の書式にて提出いただ
いております。（３）についても、書式を定め委託契約
時、職員変更時に提出を求めるよう仕様書等への記
載等を検討し、また（２）については、契約締結時に
協議・報告により確認を求めるよう改めて参ります。

・制度、組織等に関する課題のうち、特に要望する必要があると認められるもの

【意見等】
・その他法令、基準等には違反しないが、事務処理上改善する必要があると認められるもの

・事務の執行、事業の管理状況等について、効率性、経済性又は有効性の観点から、検討する必要があると認められるもの



年度 監査区分 番号 部 課 監査項目 監査結果の内容（概要） 措置結果の内容（概要）

29 定期監査 39 健康福祉部 高齢福祉課
配食サービス事業委
託について

　契約受託者３者中１者について、衛生検査の記録（細菌検
査）、時間経過における温度変化の記録、原価表（食材料費）が
作成されていませんでした。事業開始時に、市と当該法人で協
議を行い、作成しないことを了承していたとのことですが、衛生
管理による食中毒の防止、三温度帯管理による適温配食及び
配食サービスに係る食材料費の割合は事業実施における重要
な事項と考えます。
　仮に特別な理由があり、他の２者に義務付けている書類の一
部を作成しないことを認めたのであれば、各書類の整備目的と
必要性について再検討し、仕様書を現状に沿った内容に修正し
てください。また、仕様内容の見直しの際には受託者と十分に協
議を行い、サービスを受ける高齢者の安全、健康に十分配慮
し、特に衛生管理の状況等がおろそかにならないよう万全を期し
てください。

　仕様書に記載された書類の整備、提出について、
仕様書の修正も含めて当該法人と協議を始めてお
り、来年度の契約締結に向けて取り組んで参りま
す。

29 定期監査 40 健康福祉部 健康推進課
健康ドック及び住民健
診に係る使用料につ
いて

　健康ドック及び住民健診における各種検診に係る使用料につ
いては、10年以上金額の変更が行われていません。しかしなが
ら、委託料は診療報酬の増減や消費税率の改正等によって随
時変動しており、適正な使用料となるよう定期的に検証し見直す
必要があると考えます。健康ドックについては、備品購入費、修
繕費のうち資本的支出と認められる支出等を一定期間で平準化
した上で事業収支を検証し、使用料の見直しを検討してくださ
い。また、住民健診についても、受診率の向上も考慮した上で、
適正な自己負担割合となるよう検討してください。

　健康ドック及び住民検診における使用料について
は、見直しを検討し、事業収支の考え方や受診率の
向上に留意した上で、適正な自己負担割合となるよ
うにします。
　また、今後は、委託料の変更に合わせて定期的に
検討し見直しを行います。

29 定期監査 41 健康福祉部 健康推進課
産前・産後サポート事
業について

　平成２８年１０月からの事業開始にあたり、２事業者と特名随意
契約を締結していますが、平成２９年１０月末までの利用実績を
確認したところ、１事業者においては、産婦の利用が中心で、妊
婦の利用者が全くありませんでした。これでは市が当該事業を
委託することで期待している成果が得られているのか疑問に感
じます。利用実績については適宜分析を行い、必要であれば受
託者に対し事業内容の改善を図るよう指導するなど、利用者増
加に向けた取組を行ってください。

　平成29年12月1日に委託先の事業管理者と協議の
場を持ち、事業内容の改善について申し入れまし
た。
　ご指摘の1事業者における妊婦の利用状況につい
ては、11月に新規1名、12月に新規２名、合計延べ6

名の利用があり、改善の兆しが見られています。
　また、就労中の妊婦も産前休暇に入ると参加しや
すくなることから、平成29年12月から開始した妊娠7

か月以降の妊婦を対象とする妊娠後期アンケートを
送付する際に、再度案内し、利用者の増加につなが
るよう取り組んでいます。



年度 監査区分 番号 部 課 監査項目 監査結果の内容（概要） 措置結果の内容（概要）

29 定期監査 42 健康福祉部 障害福祉課
地域活動支援セン
ター補助金について

　人口比から判断した施設数は、他市に比べて多くなっており、
この背景には、市独自の上乗せ助成により事業所の開設・運営
が他市に比べ容易となっている状況があるのではないかと考え
られます。利用者のニーズ及び需要を踏まえた適切な事業所登
録が行われてきたのか疑問が残ります。
　補助金決算額1億6,610万円のうち、およそ6,000万円もの金額
が市独自基準により上乗せ助成されていますが、この金額に見
合うサービスが利用者に提供され、利用者の自立に寄与してい
るか懸念するところです。
　宝塚市行政評価委員会による「平成２８年度の施策評価につ
いて」においても、「市独自の上乗せ、横出しをしている事業につ
いては、改めて精査が必要である。」とされています。今後所管
課においては、各事業所における利用者の利用状況等を把握し
た上で、市独自の上乗せ助成の必要性及び内容について検証
を行い、当該補助金が真に障害者の自立に寄与できるものとな
るよう努めてください。

　通所以外の支援は、激変緩和措置としての役割は
果たしたと考えられることに加え、課が意図している
目的が達成されているとは言いがたい状況であるた
め、平成30年度から廃止します。すでに事業所説明
会で説明を行い理解を得ています。
　交通費は定期代と通所日数に基づく乗車券による
交通費を比較し、低額の金額を支払対象とすること
を事業所説明会で説明しています。
　市内の事業所数は他市に比べて多く、事業所数が
多いことで1事業所あたりの利用者数の減に繋がっ
ていると予想されることから、新規開設への補助は
役割を終えたものとし、平成30年度より新規開設補
助を廃止します。
  また、市が行っている単独補助については、平成
30年度以降、見直しを図ります。

29 定期監査 43 健康福祉部 障害福祉課
補装具費の支給につ
いて

　事業者から市に提出された補装具の再購入の請求書のうち、
実際には購入の実績がない事例、また、修繕の請求書において
も修繕の実績がない事例が見つかりました。これは事業者と申
請者が示し合わせて虚偽申請を行ったものであり、他市での不
正請求がきっかけで本市でも判明したものですが、現在所管課
において仕様通りの補装具が納入されたか、修理が行われたか
の確認は行われておらず、このままでは今後も同様の不正請求
が見逃されてしまう可能性があります。
　不正請求の効果的な抑止方法について検討するとともに、市と
して不正請求を行った事業所に対しては厳正な処分を行う旨の
周知を図るよう努めてください。

　現品の確認、写真の添付等をより徹底し、同様の
不正が起こらないよう事務フローを見直し、すでに事
業所にも通知をしています。また、平成30年度以降
は法改正により購入だけでなく、レンタルが可能にな
ることから、事務が煩雑化することが予想されます
が、適正に事務を処理できるよう、課題については
都度見直しを行い、制度についての正しい理解につ
いて事業所及び利用者に周知していく予定です。

29 定期監査 44 健康福祉部 障害福祉課
タクシー料金助成に
ついて

　リフト付きタクシー利用券が福祉タクシーで使われる不正利用
により、タクシー事業者に助成金の返還を求める事例が発生し
ており、リフト付きタクシー利用時の自己負担部分に福祉タク
シー利用券の併用を認めていることについても不正利用が発生
する余地がないか懸念されるところです。また、未使用分の返還
については、転出手続の際のみであり、返還すべき全てのケー
スに厳密に対応しているとは言えませんでした。
　利用券の適正利用については事業者及び利用者に対し適宜、
注意喚起を図るとともに、有効期間が残っている未返還の利用
券の効果的な管理方法についても検討するよう努めてください。

　事業所及び利用者には利用券送付時に注意事項
を添付しています。また、新規登録時に注意事項の
説明を行っています。有効期限が残っている未返還
の利用券の管理に関しては、転出時や死亡時の返
還についても周知徹底が行えるように注意事項に明
記するとともに、窓口での案内を行います。



年度 監査区分 番号 部 課 監査項目 監査結果の内容（概要） 措置結果の内容（概要）

29 定期監査 45 健康福祉部 生活援護課
現業員の配置につい
て

　現在配置されている現業員は22名であり、標準数を３名下回っ
ています。併せて、各現業員の担当ケース数は、最も多い担当
ケース数で99、最も少ない担当ケース数は78で、現業員22名中
21名が担当ケース数80を超えていました。少なくとも標準数の現
業員数の確保が求められます。今後とも、現業員の増員につい
て人事担当部局と協議し、実施体制の確保に努めてください。
　また、職員１人当たりの執務スペースが極めて狭小となってお
り、現在の場所ではこれ以上職員数を増やすことは困難と考え
ます。今後は、職員の安全と健康を確保するとともに、快適な現
場環境を形成することにも配意し、担当部局と必要な協議をする
よう努めてください。

　兵庫県の生活保護事務監査でも指摘事項として挙
げられていることからも、今後も標準数の現業員の
確保及び、現業員数の増加に伴う査察指導員の確
保について、人事担当部局に強く要望してまいりま
す。
　執務室については、労働安全衛生規則の基準を下
回ることないよう、他部署も絡めた職場の配置転換
も含め、執務スペースの確保について庁舎管理部局
に強く要望してまいります。

定期監査 46 健康福祉部 せいかつ支援課

委託契約における事
務手続について
（１）特名随意契約の
理由について

　特名随意契約の理由書を確認しましたが、当該委託の特名性
について十分に説明できておらず、安易に相手方を決定したの
ではないかと疑問を持たざるを得ないものが見受けられました。
その理由を明らかにすべきです。
　次年度以降、引き続き当該相手方と特名随意契約を締結する
場合は、特名性を十分に検討した上で、理由書でも特名理由を
説明できるように努めてください。

　３つの委託契約に係る特名随意契約の理由書にお
いては、契約目的を充足することを前提に、契約内
容における業務の専門性と支援実績を記すことで、
特名理由としました。今後も契約事務の公正性及び
経済性を確保すべく特名性を明確にします。

29 定期監査 47 健康福祉部 せいかつ支援課

委託契約における事
務手続について
（２）相手方従事者の
経験、資格等につい
て

　仕様書に記載されていた抽象的な表現では、市が委託におい
て相手方従事者に具体的にどのような経験、資格等を求めてい
るのかが不明確なため、委託業務を適切に履行できるかの判断
が困難となる可能性があります。次年度以降の仕様書において
は、抽象的な表現を排し、具体的な経験年数を記載する等、市
が確認できる明確な内容となるように努めてください。

　委託の仕様書において、抽象的な表現を排し、具
体的な経験年数を記載する等、市が確認できる明確
な内容となるよう改善しました。

1.宝塚市生活困窮者自立相談支援事業
　仕様書5（2）人員配置ア　職種（イ）相談支援員の
内容について記載を変更
2.宝塚市生活困窮世帯の子どもに対する学習支援
事業
　仕様書4（2）のウ・エから、学習支援に熱意のある
者との記載を削除

29 定期監査 48 健康福祉部 せいかつ支援課

委託契約における事
務手続について
（３）個人情報の取扱
いに関する条項につ
いて

　３つの委託契約の仕様書を比較すると、特記事項に基づき個
人情報を取り扱うことと定めているものと、個人情報保護条例の
本旨に従うとのみ定めているものがあり、各契約間で差異が見
受けられます。また、特記事項は契約書、仕様書等とともに袋と
じされているのではなく、別葉として保管されているものもありま
した。
　仕様書、特記事項等において別途定める場合は、どの箇所に
定めたのかを明記するとともに、特記事項も契約書の一部として
袋とじをする必要があります。次年度以降の委託契約において
は、より適正で統一した取扱いとなるように努めてください。

　委託契約の仕様書における個人情報の取扱いに
ついて、平成３０年度から「個人情報の管理と保護」
と規定し、内容を統一しました。
　また、個人情報取扱特記事項についても、個人情
報取扱特記事項、第３（誓約書の提出）、第９（個人
情報の受渡しと搬送）の条項を追加し、契約書の一
部として契約書、仕様書等とともに袋とじとし、より適
正で統一した取扱いとしました。



年度 監査区分 番号 部 課 監査項目 監査結果の内容（概要） 措置結果の内容（概要）

29

財政援助
団体等監

査
50 健康福祉部

障害福祉課
（コスモス関係）

実績報告書等につい
て
（１）作業収入に係る
光熱水費の取扱いに
ついて

　たこやき幸じんでは、たこ焼き等の販売に係る材料費、作業手
当、光熱水費（総額の75％）等を経費とみなしていますが、
LemonTree ではカフェ運営に係る材料費及び作業手当のみを
経費とし、光熱水費は経費として控除されていませんでした。経
費の取扱いにおいて、差異を設けるのは適切ではないと考えま
す。
　材料費だけを補助対象外経費とし、実際に作業で発生してい
る光熱水費を補助対象経費とすることに合理的理由があるとは
考えられません。補助対象外となる経費の範囲について一定の
整理を行い、その内容について説明会等で周知を図るよう努め
てください。

　飲食店における光熱水費やごみ収集の取り扱いに
ついて県に確認したところ、明確な取り決めはないと
のことでした。また、阪神各市に問い合わせたとこ
ろ、ほとんどの市は実際に作業で発生する光熱水費
は補助対象経費としているとの回答でした。
　担当課としては、商品材料費は直接費とし対象外
経費、商品を作る際に発生する光熱水費は間接費と
して対象経費としてみなすと考えます。

29

財政援助
団体等監

査
51 健康福祉部

障害福祉課
（コスモス関係）

実績報告書等につい
て
（２）作業手当につい
て

　工賃における詳細な取り決めに関しては各事業者に任された
状況となっていますが、当該事業者では作業手当に係る根拠規
定を定めていませんでした。作業収入に係る余剰金は、翌年度
の事業所運営経費に充てることも認められているため、根拠規
定が定められていなければ、作業手当を恣意的に下げる可能性
も考えられます。
　所管課から「作業収入に関しては原則として利用者に工賃とし
て還元されるべきだと考えている。また、事業者においては工賃
の支払に関する規定を設ける必要があると考えている。」旨の説
明を受けましたが、再度、説明会等で周知を行うとともに、規定
の内容が適切かどうかも確認するよう努めてください。

　平成２９年１２月２１日に開催した事業所説明会に
おいて、生産活動における収入は工賃として利用者
に還元すること、また、工賃を変更する場合は規定
の変更を行うように説明しました。平成３０年度申請
時にも、再度周知を行います。

29

財政援助
団体等監

査
52 健康福祉部

障害福祉課
（コスモス関係）

実績報告書等につい
て
（３）修繕費について

　パソコンの修繕費454,680円について内容を確認したところ、パ
ソコンのハードディスクの故障によるデータ復旧費用となってい
ました。担当者がデータ再入力の時間を短縮するため、業者に
データ復旧を依頼したものですが、これは、事業者が本来定期
的に行っておくべきデータのバックアップを行っていなかったこと
に起因するものであり、金額的にも補助対象となるか事前確認
が必要なケースであったと考えます。
　今後は、市に事前報告が必要なケースについて一定の方針を
示すとともに、事業者に対し説明会等で周知を図るよう努めてく
ださい。

　平成２９年１２月２１日に開催した事業所説明会に
おいて、備品及び修繕に関して費用が3万円以上か
かるものは市に事前に報告し、事前に協議が必要で
あると説明しています。平成３０年度の申請時にも再
度、事業所説明会において周知を行います。



年度 監査区分 番号 部 課 監査項目 監査結果の内容（概要） 措置結果の内容（概要）

29

財政援助
団体等監

査
53 健康福祉部

障害福祉課
（コスモス関係）

実績報告書等につい
て
（４）公課費の内訳に
ついて

　実績報告書の公課費に、公課費ではない経費、また補助対象
外経費が計上され、その誤りが見過ごされていたのは非常に問
題があると考えます。所管課による実地調査が行われなかった
ためと考えますが、各事業所に対し、補助対象経費について再
度周知を行う必要があります。なお、今回はこれらの補助対象外
経費を除いても補助金の返還は発生しませんでしたが、他の事
業所において、補助金額に影響を及ぼす同様の事例が発生して
いないか懸念されるところです。
　担当職員数や時間の制約上、毎年度全ての事業所に対して実
地調査を行うことが困難であるのは一定理解できますが、このよ
うな見過ごしを行わないためにも、対前年度増減が大きい勘定
科目については内訳明細書の提出を求めるなど、実地調査対象
外となった事業所の実績報告書に対する効果的なチェック方法
について、今後検討していく必要があると考えます。

　補助対象経費の一覧表は従前から配布していまし
たが、より詳細にわかるように一覧表を修正し、ま
た、変更申請時や実績報告時に提出する書類も追
加し、平成２９年１２月２１日に実施した事業所説明
会においても説明しました。平成３０年度申請時にも
事業所説明会において、再度周知します。

※詳細な「監査結果の内容」及び「措置結果の内容」については、『措置内容（回答）.pdf』　をご覧ください。


